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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気通信システムのパケット無線サービスにおいて接続を形成することによりデータフ
ローの転送を行う方法であって、前記接続によりパケットデータチャネルを構成し、前記
データフローは少なくとも１回のデータ転送活動期間を有し、データ転送活動期間後に、
所定期間の間前記接続を保持し、その後、前記所定期間が経過するまで新しい活動期間が
開始しなければ、前記接続を解放する前記方法において、前記電気通信システムが前記所
定期間の長さを決定し、次いで、前記電気通信システムから移動局へ前記の決定された長
さに関する情報を転送することを特徴とする方法。
【請求項２】
　専用のシグナリングチャネルで前記情報を転送することを特徴とする、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　パケットデータ割当てメッセージで前記情報を転送することを特徴とする、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　放送チャネルで前記情報を転送することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　システム情報メッセージで前記情報を転送することを特徴とする、請求項４に記載の方
法。
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【請求項６】
　前記無線サービスがＧＰＲＳであることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　データ転送無活動期間がデータ転送活動期間の後に続く場合、ネットワークが、前記パ
ケットデータチャネルで別の一時ブロックフローに対して割り当てることができる複数の
伝送許可を割り当てることを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　遅延に敏感なデータの２つ以上の接続に対して同じパケットデータチャネルを割り当て
るとき、すべてのこのような接続が無活動期間を有し、第１の接続が転送活動期間へ変わ
るとき、別のパケットデータチャネルに対して第２の接続の再割り当てを行うことを特徴
とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　パケットデータ転送の第１の方向（アップリンク／ダウンリンク）の一時ブロックフロ
ーを解放するとき、少なくとも所定時間の間データ転送方向と反対方向の一時ブロックフ
ローを保持することを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　転送されるべきパケットデータが遅延に敏感であるか否かに関する情報を前記ネットワ
ークに通知することを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記接続の要求されるサービス品質値に基づいて前記期間の長さを決定することを特徴
とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記接続の通信種別に基づいて前記期間の長さを決定することを特徴とする、請求項１
～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ネットワークおよび／またはセル内の時々刻々の通信活動に基づいて前記期間の長
さを決定することを特徴とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記の決定された長さに関する情報をパラメータとして転送し、該パラメータが所定の
個数の代替値を持つことができ、各代替パラメータ値が前記期間の長さの決定値に対応す
ることを特徴とする、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記期間の長さが所定の基準時間値を乗算されたパラメータ値に等しいことを特徴とす
る、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記基準時間値が、以下の方法、
　前記基準時間値をシステム情報メッセージの形で放送する；
　前記基準時間値をシグナリングメッセージで放送する；
　前記タイマ値がシステム仕様で定められた定数である；
　のうちの１つの方法で前記移動局へ与えられることを特徴とする、請求項１５に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記期間の長さに関する前記情報を前記データ転送を行うために前記資源割り当て中転
送することを特徴とする、請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記期間の長さに関する前記情報を前記データ転送中転送することを特徴とする、請求
項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記期間の長さに関する前記情報を無活動期間中転送することを特徴とする、請求項１
～１６のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項２０】
　前記移動局が前記期間の初期値を送信し、ネットワークが前記初期値に基づいて前記期
間の長さを決定することを特徴とする、請求項１～１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記期間の長さがアップリンクデータ転送と関連することを特徴とする、請求項１～２
０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記期間の長さがダウンリンクデータ転送と関連することを特徴とする、請求項１～２
１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　パケット無線サービスにおいて接続を形成することによりデータフローを転送する電気
通信システムであって、前記データフローが少なくとも１回のデータ転送活動期間を含み
、さらに、データ転送活動期間後、所定時間の間前記接続を保持する手段と、新しい活動
期間が開始していなかった場合、前記所定期間の経過後、前記接続を解放する手段と、を
有する前記電気通信システムにおいて、前記所定期間の長さを決定する手段と、前記電気
通信システムから移動局へ前記の決定された長さに関する情報を転送する手段と、を有す
ることを特徴とする電気通信システム。
【請求項２４】
　パケット無線サービスにおいてセルラ通信システムと接続を形成することによりデータ
フローを転送する移動局であって、前記データフローは少なくとも１回のデータ転送活動
期間を含み、さらに、データ転送活動期間後或る所定時間の間前記接続を保持する手段と
、新しい活動期間が開始していなかった場合、前記所定期間の経過後前記接続を解放する
手段と、を有する前記移動局において、前記電気通信システムから前記所定期間の長さに
関する情報を受け取る手段をさらに有することを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は一般に、パケット無線サービスにおいて情報を伝送する方法及び装置に関する。
特に、本発明は移動電気通信システムにおける音声データ及びビデオデータ等の遅延に敏
感なデータの伝送に関する。
【０００２】
一般に「移動電気通信システム」とは、当該システムのサービス地域を移動局のユーザが
移動している場合に、移動局（ＭＳ）と、当該システムの固定部分との間の無線通信接続
を可能にする任意の電気通信システムを意味する。典型的な移動通信システムは公衆地上
移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ）である。本発明の出願時に使用されていた移動電気通
信システムの大半はこのシステムの第２世代に属しており、ＧＳＭシステム（移動通信用
広域システム）は公知の実例である。しかし、本発明は近年規格化されつつあるＵＭＴＳ
（一般移動電気通信システム）などの移動電気通信システムの次世代、すなわち第３世代
にも適用することができる。
【０００３】
インターネット実時間サービスは過去数年の間に広く利用されるようになった。ＩＰ（イ
ンターネット・プロトコル）電話アプリケーション及び各種ストリーミングアプリケーシ
ョンは、インターネットにおいてすでに一般的である。また、これらの実時間サービスに
対する無線アクセスの需要は、なお増大すると予想されている。ＧＰＲＳ（一般パケット
無線サービス）等のパケット交換無線ネットワークは、例えばインターネットサービスな
どのデータサービスを費用対効果の良い方法で提供するように設計されている。ＧＰＲＳ
では、チャネルは一人のユーザによって連続的に占有されるのではなく、多数のユーザで
共有される。これが効率の良いデータ多重化を容易にする。しかし、ＧＰＲＳは元来、Ｉ
Ｐ電話セッション等の遅延に敏感な実時間データ向けに設計されたものではない。よって
、ＧＰＲＳは実時間トラフィックにより課される要件を満たさない種々の技術的解決策を
含んでいる。以下の本文では、実時間ベースで伝送され、伝送中一時的に停止する無活動
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期間を有するデータフローに対して「遅延に敏感なデータ」という名称を使用する。
【０００４】
従来技術による解決策の問題点と、本発明の着想とのより良い理解のために、新世代のデ
ジタルセルラ無線システムの構成を最初に説明し、次にＧＰＲＳの詳細について説明する
。
【０００５】
図１ａは、将来型のセルラ無線システムを示し、公知のＧＳＭシステムと比較して全く新
しいというわけではないが、周知の要素及び全く新しい要素の双方を備えたものである。
端末装置は、基地局と基地局コントローラとを含む無線アクセスネットワークＲＡＮに接
続されている。セルラ無線システムのコアネットワークは、移動サービス交換センタＭＳ
Ｃと、他のネットワーク要素と関連する伝送システムを有している。ここで、他のネット
ワーク要素とは、ＧＳＭでは、ＳＧＳＮ（サービングＧＰＲＳ支援ノード）、ＧＧＳＮ（
ゲートウェイＧＰＲＳ支援ノード）等であり、ＧＰＲＳとは一般パケット無線サービスの
ことである。ＧＳＭから発展したＧＳＭ＋規格では、コアネットワークは新しいサービス
を提供することもできる。
【０００６】
図１ａでは、セルラ無線システム１０のコアネットワークは、このコアネットワークと接
続している３つの並列無線アクセスネットワークを有するＧＳＭ＋コアネットワーク１１
を含んでいる。それ等のうち、ネットワーク１２及び１３はＵＭＴＳ無線アクセスネット
ワークであり、ネットワーク１４はＧＳＭ＋無線アクセスネットワークである。上部のＵ
ＭＴＳ無線アクセスネットワーク１２は、移動サービスを提供する電気通信オペレータが
所有する商用無線アクセスネットワークであり、前記電気通信オペレータの全加入者に平
等にサービスを行う。下部のＵＭＴＳ無線アクセスネットワーク１３は、その構内で当該
ネットワークを稼働させている会社が所有する私設のアクセス無線ネットワークである。
典型的には、私設の無線アクセスネットワークＵＭＴＳ１３のセルは、前記会社の従業員
の端末装置によってのみ使用できるナノセルおよび／またはピコセルである。３つの無線
アクセスネットワークはすべて、各種サービスを提供するための各種サイズのセルを持つ
ことができる。また、３つの無線アクセスネットワーク１２、１３、１４のすべてのセル
は完全に、あるいは部分的に重なり合っていてもよい。提供された時点で使用するビット
伝送速度は無線伝搬通路の状態、利用サービスの特性、セルラシステムの地域全体の容量
、及び、他の加入者の容量需要に依存する。前述した新しいタイプの無線アクセスネット
ワークは一般無線アクセスネットワーク（ＧＲＡＮ）と称される。このようなネットワー
クは様々なタイプのコアネットワーク（ＣＮ）、特にＧＳＭシステムのＧＰＲＳネットワ
ークと協働することができる。一般無線アクセスネットワーク（ＧＲＡＮ）は、シグナリ
ングメッセージを使用して互いに交信できる１組の基地局（ＢＳ）と無線ネットワークコ
ントローラ（ＲＮＣ）として規定することができる。
【０００７】
図１ｂは一般パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）のアーキテクチャを示す。ＧＰＲＳは、
現在はＧＳＭシステムを基礎に置いた新しいサービスであるが、将来は一般化すると考え
られている。ＧＰＲＳはＥＴＳＩ（欧州通信規格協会）で、ＧＳＭフェーズ２＋及びＵＭ
ＴＳの標準化作業の対象の１つである。ＧＰＲＳ稼働環境は、ＧＰＲＳバックボーンネッ
トワークにより相互接続される１つ以上のサブネットワークサービスエリアを含む。サブ
ネットワークは複数のパケットデータサービスノード（ＳＮ）から形成されており、ここ
ではサービングＧＰＲＳ支援ノード（ＳＧＳＮ）１５３と称する。各ＳＧＳＮ１５３は複
数の基地局１５２すなわち、セルを介し、移動データ端末１５１にパケットサービスを提
供できるような方法で、移動電気通信システムに接続される（典型的には相互接続装置を
介して基地局に接続される）。中間に位置する移動通信ネットワークは、支援ノードと移
動データ端末１５１との間のパケット交換データ伝送を提供する。そして、各種サブネッ
トワークがＧＰＲＳゲートウェイ支援ノードＧＧＳＮ１５４を介して公衆データネットワ
ーク（ＰＤＮ）１５５などの外部データネットワークに接続される。このようにして、Ｇ
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ＰＲＳサービスは移動電気通信システムの適切な部分をアクセスネットワークとして機能
させる場合、移動データ端末と外部データネットワークとの間のパケットデータ伝送を可
能にする。
【０００８】
ＧＰＲＳサービスにアクセスするため、移動局は始めにＧＰＲＳ所属処理手順を実行して
自分の存在をネットワークに知らせる必要がある。この動作によって移動局とＳＧＳＮと
の間で論理リンクが確立される。そして、ＧＰＲＳによるＳＭＳ（ショートメッセージサ
ービス）１５８，１５９、ＳＧＳＮ経由のページング、さらにはＧＰＲＳ入力データの通
知に移動局の利用が可能となる。より具体的には、移動局がＧＰＲＳネットワークに属し
ているとき、すなわちＧＰＲＳ所属処理手順のとき、ＳＧＳＮは移動性管理コンテキスト
（ＭＭコンテキスト）を生成する。ＧＰＲＳ所属処理手順ではＳＧＳＮによって加入者の
認証も実行される。ＧＰＲＳデータの送受信を行うために、移動局は、ＰＤＰ起動処理手
順を要求し、使いたいパケットデータアドレスを起動させなければならない。この動作に
よって移動局はＧＧＳＮに自分の存在を知らせ、外部データネットワークとの相互接続が
開始可能となる。より具体的には、ＰＤＰコンテキストは、移動局とＧＧＳＮとＳＧＳＮ
とで生成される。パケットデータ・プロトコルコンテキストは、ＰＤＰタイプ（例えばＸ
．２５又はＩＰ）、ＰＤＰアドレス（例えばＸ．１２１アドレス）、サービス品質（Ｑｏ
Ｓ）、及びＮＳＡＰＩ（ネットワークサービスアクセスポイント識別子）など、各種のデ
ータ伝送パラメータを規定する。ＭＳは、特定のメッセージ、起動ＰＤＰコンテキスト要
求でＰＤＰコンテキストを起動させる。起動ＰＤＰコンテキスト要求によって、ＴＬＬＩ
、ＰＤＰタイプ、ＰＤＰアドレス、必要なＱｏＳ、ＮＳＡＰＩ、及びオプションとしてア
クセスポイント名（ＡＰＮ）に関する情報が与えられる。
【０００９】
図１は次のＧＳＭ機能ブロックも示している。移動交換センタ（ＭＳＣ）／ビジタ位置レ
ジスタ（ＶＬＲ）１６０、ホーム位置レジスタ（ＨＬＲ）１５７、及び装置識別情報レジ
スタ（ＥＩＲ）１６１を示している。通常、ＧＰＲＳシステムは他の公衆地上移動通信ネ
ットワーク（ＰＬＭＮ）１５６とも接続している。
【００１０】
デジタルデータ伝送プロトコルを適用する機能はＯＳＩ（開放システム間相互接続）モデ
ルに従うスタックとして通常記述され、そのスタックの各層のタスクは、各層間のデータ
伝送と共に厳密に規定されている。ＧＳＭシステムフェーズ２＋（ここでは、デジタル無
線データ伝送システムの１例として述べるが）では、５つの動作層が規定されている。
【００１１】
プロトコル層間の関係が図２に示されている。移動局ＭＳと基地局サブシステム間の最下
層のプロトコル層が層１（Ｌ１）２００、２０１であり、この層は物理無線接続に対応す
る。その上に、正規ＯＳＩモデルの層２及び層３に対応するエンティティが配置され、そ
の最下層は無線リンク制御／媒体アクセス制御（ＲＬＣ／ＭＡＣ）層２０２、２０３であ
り、その上位にＰＤＣＰ（またはＬＬＣ）層２０４、２０５；及び、最上位に無線資源制
御（ＲＲＣ）層２０６、２０７がある。一般無線アクセスネットワークの基地局サブシス
テムＵＴＲＡＮ　ＢＳＳと、コアネットワークに置かれている相互接続装置／コアネット
ワークＩＷＵ／ＣＮとの間には、いわゆるＩｕインターフェースの使用が仮定されている
。ここで上記のＬ１からＰＤＣＰまでの層に対応する層はＯＳＩモデルの層Ｌ１及びＬ２
（図中のブロック２０８及び２０９）であり、上記のＲＲＣ層に対応する層はＯＳＩモデ
ルの層Ｌ３（図中のブロック２１０及び２１１）である。
【００１２】
移動局ＭＳは、より高レベルの制御プロトコル２１２と、より高レベルのアプリケーショ
ンを提供するためのプロトコル２１３とを含んでいなくてはならず、前者はデータ伝送接
続と関連する制御機能を実現するためにＲＲＣ層２０６と通信し、後者はユーザに直接サ
ービスするようなデータ（例えば、デジタル符号化された音声）を伝送するためにＰＤＣ
Ｐ層２０４と直接通信する。ＧＳＭシステムの移動局では、ブロック２１２及び２１３は
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上述したＭＭ層に含まれている。
【００１３】
ＧＰＲＳでは、パケットデータをパケットデータチャネルで伝送するために、一時ブロッ
クフロー（ＴＢＦ）が生成される。ＴＢＦは、上位層（ＬＬＣやＰＤＣＰなど）パケット
データユニット（ＰＤＵ）をパケットデータ物理チャネルで単一方向に伝送する動作を支
援するため、２つの無線資源（ＲＲ）ピア・エンティティにより使用される物理接続であ
る。通常、ＴＢＦは伝送するデータがない場合には解放されている。音声サービスでは、
活動期間中に無音期間があることが問題となる。この無音期間中（すなわち無活動期間中
）データは伝送されないためＴＢＦは解放される。ＴＢＦセットアップ処理手順にかかる
時間が長すぎるため、活動期間中にセットアップを速くすることはできない。
【００１４】
現在のＧＳＭフェーズ２＋仕様のＧＰＲＳにおける資源割り当ての実例の詳細について次
に説明する。
【００１５】
ＧＳＭフェーズ２＋では、アップリンク資源割り当ては現在のところ次のように指定され
ている。まず、移動局（ＭＳ）がパケットチャネル要求メッセージをネットワークに送信
してアップリンク無線資源を要求する。その要求メッセージについては各種アクセスタイ
プの値が指定されている。データ伝送のために規定されているアクセスタイプ値は、１フ
ェーズアクセス、２フェーズアクセス、及びショートアクセスである。アクセスタイプ値
にショートアクセスを使用する場合、移動局が要求できる無線資源はわずか数個のＲＬＣ
データブロックしか伝送できない。よって、その無線資源を用いて連続的データフローを
伝送することはできない。
【００１６】
１フェーズアクセスを示すパケットチャネル要求メッセージをネットワークが受信すると
、ネットワークは１つ又は複数のパケットデータチャネル（ＰＤＣＨ）の無線資源を割り
当てることができる。この割当ては当該要求メッセージに含まれている情報に基づいて行
われる。次の表１は、１１ビットのパケットチャネル要求メッセージのメッセージ内容の
実例を示している。
【表１】

【００１７】
１フェーズアクセスを示す１１ビットのパケットチャネル要求メッセージは、移動局のマ
ルチスロットクラスを表す５ビットのフィールドと、要求された優先度を示す２ビットの
フィールドと、ランダム参照（ランダムな移動局識別情報）を表す３ビットのフィールド
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とを有する。
【００１８】
次の表は、８ビットのパケットチャネル要求メッセージのメッセージ内容の実例を示して
いる。
【表２】

【００１９】
１フェーズアクセスを示す８ビットのパケットチャネル要求メッセージは、移動局のマル
チスロットクラスを表す５ビットのフィールドと、ランダム参照を表す２ビットのフィー
ルドとを有する。割り当てられた無線資源に関する情報は、パケットアップリンク割当て
メッセージと共に移動局に送信される。
【００２０】
ネットワークが、２フェーズアクセスを示すパケットチャネル要求メッセージを受信する
と、１つのパケットデータチャネルの限られた無線資源を割り当てることができる。割り
当てられた無線資源は、パケットアップリンク割当てメッセージと共に移動局へ伝送され
る。この後、移動局は割り当てられた無線資源を使ってパケット資源要求メッセージをネ
ットワークへ伝送する。そのメッセージは、例えば帯域幅及び優先度などの、必要とされ
る無線資源と当該移動局の無線性能とをより正確に規定する。パケット資源要求メッセー
ジで受け取った情報に基づいて、ネットワークは１個またはいくつかのパケットデータチ
ャネルをＴＢＦに割り当て、割り当てられた無線資源をパケットアップリンク割当てメッ
セージを用いて移動局に知らせる。
【００２１】
上の例では、無線資源の要求は１例としてＧＰＲＳ制御チャネルを使って行われた。セル
がＧＰＲＳ制御チャネルを含んでいない（ＧＰＲＳを支援していたとしても）場合に無線
資源を要求する他の方法もある。この方法の場合、ＧＳＭ制御チャネルを使って資源要求
を行う。
【００２２】
従来技術のアップリンク無線資源割り当てでは、次の問題が生じる。
【００２３】
パケットチャネル要求メッセージ及びパケット資源要求メッセージに含まれている優先度
フィールドが、遅延に敏感な実時間トラフィックを明確に規定していない場合、ネットワ
ークは必要な無線資源を移動局ＭＳに提供できない可能性がある。この場合、ＧＰＲＳを
使う音声伝送が充分な品質に達しないなどの問題が生じることが考えられる。
【００２４】
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デフォルトＲＬＣモードは、１フェーズアクセスにおける確認応答モードである。実時間
トラフィックは、非確認応答ＲＬＣモードを使って伝送されるため、２フェーズアクセス
を使用する必要がある。２フェーズアクセスを使って、追加の無線資源要求情報をネット
ワークに与えることができる。しかし、２フェーズアクセスでは、移動局は１つではなく
て２つの要求メッセージをネットワークに送信しなければならず、２フェーズアクセスは
チャネル割当て処理手順に付加的な遅延をもたらすことになる。追加の無線資源要求情報
を与えても、遅延に敏感な実時間トラフィックを伝送する移動局に、必要な無線資源をネ
ットワークが提供できるとは限らない。
【００２５】
アップリンク伝送のための無線資源を割り当てる場合、ダウンリンク無線資源を同時に割
当てることはできない。なぜなら、ダウンリンク一時ブロックフローをダウンリンクパケ
ットなしで生成することはできないからである。移動局がダウンリンクパケットを受信す
るときにネットワークが当該パケットを伝送するための無線資源を割り当てることができ
ないという事態が起こり得る。
【００２６】
ダウンリンク無線資源割り当ては現在のところ次のように指定されている。すなわち、無
線資源は割り当てられていないが、そのセル位置が分かっている移動局に関するデータを
ネットワークが受信すると、ネットワークはパケットダウンリンク割当てメッセージを移
動局に送信することにより、１個またはいくつかのパケットデータチャネルの無線資源を
割り当てることができる。移動局が割当てメッセージを受け取ると、割り当てられたパケ
ットデータチャネルから無線リンク制御（ＲＬＣ）データブロックをさがし始める。
【００２７】
ダウンリンク無線資源割り当てでは、次の問題が生じることがある。
【００２８】
データ（ＳＧＳＮから入ってくる）に付加されている情報が、遅延に敏感な実時間トラフ
ィックを明確に規定していなければ、ネットワークは所要のダウンリンク無線資源を移動
局ＭＳに提供できない可能性がある。
【００２９】
また、双方向、ダウンリンク方向及びアップリンク方向に遅延に敏感な実時間トラフィッ
クを伝送する必要がある場合、移動局はネットワークが送信許可を移動局に送るときにの
みアップリンク無線資源を要求することができる。これは、数秒間の可変量の遅延時間を
もたらす可能性がある。
【００３０】
ダウンリンク伝送のために無線資源を割り当てる場合、アップリンクパケットが無ければ
アップリンク一時ブロックフローを形成することができないため、アップリンク無線資源
を同時に割り当てることができない。よって、移動局がアップリンク無線資源を要求して
もネットワークがその要求された無線資源を割り当てることができないという事態が生じ
得る。
【００３１】
アップリンク無線資源割り当て解除は次のように指定されている。すなわち、アップリン
クＲＬＣデータブロックは全てカウントダウン値（ＣＶ）フィールドを含んでいる。参考
文献〔１〕によると、ＢＳ＿ＣＶ＿ＭＡＸ（放送パラメータ）よりも多数のネットワーク
に送信すべきＲＬＣデータブロックが、移動局に残されている場合、ＣＶは１５でなけれ
ばならないことが指定されている。ＲＬＣデータブロックはネットワークへ伝送されずに
残っている。そうでない場合、移動局は残っているＲＬＣデータブロックの個数をＣＶフ
ィールドでネットワークに通知する。最後のＲＬＣデータブロックは、０にセットしたＣ
Ｖと共に、ネットワークに送信しなければならない。参考文献［１］の仕様書には、１５
以外のＣＶをいったん送信すると、移動局は新しいＲＬＣデータブロックを待たせて（ｅ
ｎｑｕｅｕｅ）はならない旨も定められている。これは、進行中のＴＢＦの期間新しいＲ
ＬＣデータブロックを送信してはならないことを意味する。ＣＶフィールドが０にセット
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されているＲＬＣデータブロックをネットワークが受信するとＴＢＦ解放処理手順が開始
される。
【００３２】
アップリンク無線資源割り当て解除では以下の問題が生じることがある。
【００３３】
すなわち、遅延に敏感な実時間データが、現在のＧＰＲＳ規則に従って無線インターフェ
ースを介して伝送された場合、移動局は１セッションあたり数個のＴＢＦを確立しなけれ
ばならないことになる。なぜなら、無活動期間中は移動局にはネットワークに送信するＲ
ＬＣデータブロックがないため、ＣＶ値“０”がアップリンクＴＢＦを終了させてしまう
からである。ＴＢＦセットアップ処理手順には時間がかかるため、遅延に敏感なトラフィ
ックを良好な品質で送信することができなくなる。また、移動局がアップリンク無線資源
を要求したときに空いている無線資源を常に利用できるという保証はない。
【００３４】
ダウンリンク無線資源割り当て解除については現在のところ次のように仕様が定められて
いる。すなわち、どのダウンリンクＲＬＣデータブロックもＲＬＣヘッダ中に最終ブロッ
クインジケータ（ＦＢＩ）フィールドを含む。文献［１］では、ネットワークがＦＢＩフ
ィールドを１にセットすることによってダウンリンクＴＢＦの解放を移動局に通知するこ
とを定めている。ネットワークは、移動局に送信するＲＬＣデータブロックをそれ以上持
っていない場合、ＦＢＩフィールドを１にセットする。ＦＢＩフィールドが１にセットさ
れているＲＬＣデータブロックを受信した後、移動局はＦＢＩ情報を受信した旨をネット
ワークに確認応答しなければならない。ネットワークが確認応答メッセージを受信すると
ＴＢＦは解放される。
【００３５】
ダウンリンク無線資源割り当て解除では、次の問題が生じることがある。
【００３６】
すなわち、現在のＧＰＲＳ規則に従って無線インターフェースを介して遅延に敏感な実時
間トラフィックを伝送する場合、ネットワークは１セッションあたり数個のＴＢＦを確立
しなければならない。なぜなら、無活動期間中はネットワークには移動局に送信するＲＬ
Ｃデータブロックがないため、ＦＢＩ値が１にセットされてダウンリンクＴＢＦを終了し
てしまうからである。また、ネットワークがダウンリンク無線資源を割り当てようとした
とき、空いている無線資源が常に利用できるという保証はない。
【００３７】
アップリンク送信許可及びダウンリンク送信許可を割り当てる際にも問題が起きる。
【００３８】
遅延に敏感な実時間データトラフィックがパケットデータチャネル（ＰＤＣＨ）で伝送さ
れる場合、現在のネットワークは、遅延に敏感なデータが伝送されることに関する明確な
情報を持っていない場合があるのでそのデータを伝送するために適切な送信許可が与えら
れるという保証はない。
【００３９】
さらに、従来技術の仕様書の問題点として、ネットワークがアップリンク方向、及びダウ
ンリンク方向の送信許可を別々に割り当てる点が挙げられる。これは、どの移動局が次に
データを受信するか、また、どの移動局が次にデータを送信できるかを管理するというこ
とを特徴としていることと関連している。しかし、音声などの遅延に敏感なデータは厳し
い遅延条件を有する。したがって、遅延に敏感なデータのユーザが送信すべきデータを持
っている場合、容認できるサービスレベルを維持するためにユーザはデータの送信を実行
できなければならない。２人以上のユーザが同じパケットデータチャネルを割り当てられ
る場合、ある時点で２人以上のユーザが同時に送信をしなければならないとき、そのうち
の１人しか当該チャネルでサービスを受けられないという事態が発生する。通話中、接続
時間の大部分が無音となる。したがって、１つのパケットデータチャネルに２人以上の音
声ユーザを統計的に多重化することが可能である。しかし、従来技術のＧＰＲＳチャネル
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予約システムは、この必要性に対応するほど念入りには作られていない。したがって、１
つのパケットデータチャネルに割り当てることができるのは、遅延に敏感なデータ伝送の
ユーザ１人だけとなる。これは、チャネル容量が効率的に使用されてないことを意味する
。
【００４０】
ネットワークは、移動局が遅延に敏感なデータをアップリンク方向に送信したがっている
ことを感知すると、要求された量のアップリンク資源をその移動局のために確保しておく
。これは、当然のことであるが、求められる利用可能な資源をネットワークが有している
ことを要件とする。さらに、これは、パケットデータチャネルがアップリンク方向に単一
の移動局により一時的に占有されることを意味する場合もある。アップリンクの遅延に敏
感なデータ伝送時の無活動期間中、ネットワークは割り当てられたチャネルのアップリン
ク送信許可を、他の移動局に配分することができる。遅延に敏感なデータを伝送している
移動局により、パケットデータチャネルのアップリンク容量は確保されているので、同じ
パケットデータチャネルを割り当てられている他の移動局には、アップリンク方向への送
信データを有しているかどうかを調べるための、送信許可を割り当てることはできない。
また、同じパケットデータチャネルを割り当てられた２台以上の移動局が遅延に敏感なデ
ータを同時に送信しなくてはいけない場合にも、そのうちの１台しかサービスを受けるこ
とができなくなる。したがって、ネットワークが容認できるサービス品質を提供するため
には、遅延に敏感なデータを伝送する移動局の数をパケットデータチャネルの数に応じて
制限せざるを得ない。
【００４１】
上述のように、現在の（Ｅ）ＧＰＲＳ（Ｅ＝拡張）規格では、カウントダウン処理手順後
ＭＡＣ層一時ブロックフローＴＢＦは解放される。これはバッファが空であるときはいつ
でもＴＢＦが解放されることを意味する。これは１回のユーザセッション中の必要なＴＢ
Ｆ割当て、割当て解除、再割当ての数が大きなものになる可能性があることを意味する。
これは、上述の問題が厳しいものになる可能性があることを意味する。
【００４２】
文献［２］は従来技術のこれらの欠点を少なくする解決策を示すものである。この解決策
は、最後のＲＬＣブロックが伝送されなかった場合、伝送バッファが空のときＴＢＦを休
止期間中もオンに保つ方法に基づくものである。ＴＢＦは、“ＴＢＦ解放”シグナリング
メッセージを受信した場合、または所定のしきい値期間にわたって休止（無活動）期間が
続く場合にのみ解放される。このようにして、不要なＴＢＦセットアップの多くを回避す
ることができ、システム効率の向上を図ることが可能となる。
【００４３】
しかし、この解決策を用いても上記欠点を完全には解決することはできない。“しきい値
期間”をあまり長いものとすることはできない。なぜなら、そうすることによって、特に
通信上の負荷量が大きい状況では通信容量の利用が非効率的なものになるからである。Ｔ
ＢＦが多くのネットワーク資源上に存在する場合、一時フロー識別子（ＴＦＩ）、メモリ
などが接続用として予約される。ネットワークは、ＴＢＦを持つＭＳ向けの物理的資源（
ポーリングなど）を割り当て、ＭＳによるデータ転送を可能にする必要がある。この理由
のため、不必要に長期間ＴＢＦを継続しないことが望ましい。
【００４４】
しかし、もし短いパケットを送信し、当該パケットに対する応答／確認応答を待つ場合、
その待機期間中ＴＢＦは解放される。例えば、インターネット・ウェブ閲覧のようなすべ
てのＴＣＰベースのアプリケーションは、次に続くメッセージが前のメッセージに対する
応答となる３ウェイ・ハンドシェイクを用いてメッセージ交換を開始する。このような場
合、ＴＢＦはセットアップされ、次いで各パケットについて別個に解放される。ＴＢＦの
セットアップ処理手順は制御チャネルに負荷をかけ、遅くなるため、この処理手順では大
きなシグナリング負荷と、低速のデータ転送と、低いスループットという結果が生じる。
【００４５】
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したがって、従来技術の問題点に対する解決策を提供する方法と装置とを提供することが
本発明の目的である。特に、変化するアプリケーション、要件及び通信負荷におけるサー
ビス品質が最適となり、しかも、同一の物理資源をそれでもなお複数のユーザ間で効率的
に共有できる解決策を提供することが本発明の目的である。
【００４６】
本発明の上記目的は、移動局とネットワーク間に無活動の転送期間が生じたとき、パケッ
ト無線サービスの物理接続すなわちＴＢＦを機能しうる状態に保つことができる処理手順
を提供することにより実現される。この処理手順は、無線資源を効率的に利用しながら遅
延に敏感なトラフィックに対応するものである。
【００４７】
本発明の１つの着想として、データ伝送の活動期間終了後、接続が解放されるまで所定期
間の待機を行い、この所定期間の長さが制御可能であるという点が挙げられる。様々なタ
イマ値を用いて、ＴＢＦが解放されるまでの休止期間中どの位の期間ＴＢＦを継続するか
を制御することが可能となる。上記期間の長さはネットワークで決定することが望ましく
、この期間の長さは、専用チャネルまたは放送チャネルでネットワークにより移動局へ通
知することができる。
【００４８】
上記期間の長さは好適には、要求されるサービス品質パラメータと、接続のトラフィック
種別と、ネットワークまたはセルにおける時々刻々の通信活動とによって決めることが望
ましい。かくして、連続する活動期間の間でより長い期間を必要とするアプリケーション
においてさえ良好なサービス品質の達成が可能となり、通信容量のさらに効果的な利用の
実現が可能となる。
【００４９】
期間値の制御が可能であることは非常に好都合である。なぜなら無活動期間の長さがアプ
リケーション（例えばメール対音声などのＴＣＰアプリケーション）に依存しながらも、
ウェブ閲覧用として適当な値がチャットや音声接続用としては不十分な場合があるからで
ある。したがって、例えば転送すべきデータが遅延に敏感であるか否かなどの、トラフィ
ック種別に関する情報をネットワークに好適に提供することが望ましい。サービス品質プ
ロファイル情報要素内に含まれる優先度フィールドでこの情報をネットワークへ提供する
ことが可能である。
【００５０】
無線転送を必要とするデータ量の最少化を図るために数値で定めたタイマ値を生成するこ
とが望ましい。或るビットの組み合わせにより明確にあるタイマ値を規定するようにこれ
らの値をあるビット・マップと関連付けることができる。
【００５１】
ＢＣＣＨ（放送制御チャネル）またはＰＢＣＣＨ（パケット放送制御チャネル）を介して
送信される放送メッセージであるシステム情報メッセージなどでタイマ値を移動局へ伝え
ることができる。タイマ値を通知する別の方法として、ある移動局または移動局のグルー
プだけに専用のシグナリングメッセージを利用する方法がある。利用する望ましいメッセ
ージは、パケット割当てメッセージのような移動局用資源の割り当てに使用するメッセー
ジとなる。
【００５２】
移動局は、ネットワークのために提案値として初期タイマ値を示すことができ、ネットワ
ークはタイマ値を決定するときこれを利用できる。
【００５３】
本発明の着想をアップリンクデータ転送時またはダウンリンクデータ転送時に利用するこ
とができる。上記タイマ値は、２つのデータ転送方向で同じものであってもまたは異なる
ものであってもよい。
【００５４】
本発明は従来技術による方法よりも優れた重要な利点を提供するものである。本発明を用
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いることにより、非常に効率的なパケットチャネル資源の利用が可能となり、さらに、任
意のアプリケーションまたはトラフィック状態における最適のサービス品質の提供が可能
となる。
【００５５】
電気通信システムのパケット無線サービスにおいて接続を形成することによりデータフロ
ーの転送を行う本発明による方法であって、前記接続によりパケットデータチャネルを構
成し、データフローは少なくとも１回のデータ転送活動期間を有し、データ転送活動期間
後に、所定期間の間接続を保持し、その後、所定時間が経過するまで新しい活動期間が開
始しなければ、接続を解放し、電気通信システムが所定期間の長さを決定し、次いで、電
気通信システムから移動局へ前記決定値に関する情報を転送することを上記方法は特徴と
する。
【００５６】
本発明はまたパケット無線サービスにおいて接続を形成することによりデータフローを転
送する電気通信システムにも適用され、その場合、データフローが少なくとも１回のデー
タ転送活動期間を含み、さらに、電気通信システムは、データ転送活動期間後、所定時間
の間接続を保持する手段と、新しい活動期間が開始していなかった場合、所定期間の経過
後、接続を解放する手段とを有し、さらに、前記所定期間の長さを決定する手段と、電気
通信システムから移動局へ前記所定値に関する情報を転送する手段と、を有することを上
記システムは特徴とする。
【００５７】
本発明はまたパケット無線サービスにおいてセルラ通信システムと接続を形成することに
よりデータフローを転送する移動局にも適用され、その場合、データフローは少なくとも
１回のデータ転送活動期間を含み、さらに、移動局は、データ転送活動期間後或る所定時
間の間接続を保持する手段と、新しい活動期間が開始していなかった場合、所定期間の経
過後接続を解放する手段とを有し、移動局は、電気通信システムから前記所定期間の長さ
に関する情報を受け取る手段を有することを特徴とする。
【００５８】
本発明の好ましい実施例は従属クレームに記載されている。以下、添付図面を用いてさら
に詳細に本発明について説明する。
【００５９】
図１及び図２については従来技術の説明で前述した。以下、一例としてＧＰＲＳシステム
における実施例を用いて、遅延に敏感なデータ用資源を指示し、該資源を割り当てる第１
の原理について説明する。
【００６０】
図３は、移動局からネットワークへＲＬＣブロックを伝送する（３００）ステップの一例
を示すフローチャートである。本発明に基づくこの実施例ではタイマ値が専用シグナリン
グメッセージでＭＳへ送られる。最初にＭＳはパケットチャネル要求（及びパケット資源
要求）メッセージを用いてアップリンクＴＢＦを要求する（３０２）。ネットワークはタ
イマ値を決定し（３０４）、資源を割り当て、割り当てた資源に関してパケットアップリ
ンク割当てメッセージで移動局に知らせる（３０６）。本発明に基づくタイマベースのＴ
ＢＦの解放を利用する場合、パケットアップリンク割当てメッセージの中にタイマ値Ｔｘ
が含まれる。移動局および／またはネットワークから受信するパラメータに基づいてネッ
トワークはＴｘの値を決定する。このようなパラメータは優先度、スループット及びトラ
フィック・クラスであることが望ましい。また、移動局は、利用を提案するタイマ値情報
をネットワークに与えてもよい。その代りにネットワークが、ＭＳや、ネットワーク負荷
などに関して持っている情報に基づいて独立にタイマ値を決定してもよい。
【００６１】
次の段階で、移動局はアップリンクデータを転送する（３０８）。バッファが空になる（
３１０）といつも、移動局はＴｘにセットした期限を持つタイマを始動させ、ネットワー
クは値Ｔｙを持つ別のタイマを始動させる（３１２）。Ｔｙは値Ｔｘによって決めてもよ
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【００６２】
伝送すべきデータが移動局にあるかどうかを知るために、ネットワークは時間Ｔｙの間、
ポーリングにより定期的に移動局に対して伝送許可を割り当てる。移動局がデータを伝送
した（３３０）場合、ネットワークはそのタイマをリセットし、通常のデータ転送を継続
する（３０８）。ＭＳは送信許可を取得し、何らかの送信データがあれば、タイマを停止
させて、正規にデータ転送を継続する。タイマＴｘまたはＴｙのうち一方が時間切れの場
合、ＴＢＦは解放される（３２２）。送信許可を得たとき、移動局に送信すべきデータが
ない場合、移動局はパケットアップリンクのダミー制御ブロックなどを送信する場合もあ
る。この場合タイマはいずれもリセットされない。
【００６３】
【外１】
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【００６４】
このようにタイマ値情報はメッセージフィールド｛０｜１ <Timer TBF Release value> 
｝で与えられる。その他の上記メッセージフィールドの意味については文献［１］に記載
されている。
【００６５】
データ転送の資源割り当ての開始時を除けば、データ転送中または無活動期間中にもタイ
マ値の転送を行うことが可能である。
【００６６】
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２ビットのメッセージでタイマ値を示す場合、以下の模範的表現を用いることも可能であ
る：
【表３】

【００６７】
例えば５００ｍｓの或る基準値を参照する乗算器を用いてタイマ値を示すことも可能であ
る。このメッセージでのみ乗算器の値が伝送されることになる。例えば、基準値が５００
ｍｓであれば、２ビットメッセージ・フィールドの４つの代替的な値は、タイマ値０ｍｓ
、５００ｍｓ、１０００ｍｓ及び１５００ｍｓに対応する。この基準値はシステム仕様で
定めることができる。あるいはシステム情報メッセージまたは制御メッセージによってこ
の基準値を伝送してもよい。
【００６８】
図４は、移動局からネットワークへＲＬＣブロックを伝送するステップの別の例のフロー
チャート（４００）を示す。本発明に基づくこの実施例では、タイマ値はシステム情報の
処理手順で移動局へ送信される。ネットワークはまずタイマ値を決定し（４４２）、移動
局はシステム情報メッセージを読み出し、もしＭＳがタイマベースでＴＢＦを解放する方
法に対応している場合には、受信したタイマ値Ｔｘ１、Ｔｘ２、．．．、を記憶する（４
４４）。異なるデータタイプに対して複数のタイマ値が存在する場合、すべてのタイマ値
または一部のタイマ値が記憶される。移動局がアップリンクＴＢＦを要求する（４４５）
と、ネットワークは資源を割り当て、割当てメッセージで移動局に通知する（４４６）。
割当てメッセージ内の使用タイマ値に関する情報をネットワークが移動局に与えないとい
う点を除いて、図３で前述したように（３０８－３３０）、アップリンクＴＢＦは持続す
る（４４８－４７０）。ＭＳとネットワークはセットアップすべきＴＢＦのパラメータ値
に割り当てられた値を使用する。
【００６９】
図３と図４のアップリンクの資源割り当ての際に、移動局は遅延に敏感なデータ転送用無
線資源を要求する旨をネットワークに対して示す。移動局に対して要求されるサービスレ
ベルを提供するための十分な無線資源を割り当てるためにネットワークは情報を必要とす
る。この情報は、以下の方法のうちの１つを介してネットワークへ提供されるものであっ
てもよい。その場合、本発明の適用性を限定する意図を伴わずに、何らかのシステム特有
のメッセージ名が例として使用される。
【００７０】
移動局は、パケットチャネル要求（PACKET CHANNEL REQUEST）メッセージをネットワーク
へ送り、このメッセージは遅延に敏感なデータ転送用として使用するある特定タイプのメ
ッセージを持っている。
【００７１】
チャネル要求記述（CHANNEL REQUEST DESCRIPTION）情報要素または対応する他の情報要
素がパケット資源要求（PACKET RESOURCE REQUEST）メッセージの中へ含まれ、上記情報
要素の中には遅延に敏感なデータを転送する旨を示す情報が含まれる。
【００７２】
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パケットチャネル要求メッセージやパケット資源要求メッセージのような無線資源要求メ
ッセージの中に優先度フィールドやその他のフィールドが含まれ、上記メッセージは移動
局によりネットワークへ伝送され、遅延に敏感なデータを転送すべき旨が明確に上記フィ
ールドにより特定される。
【００７３】
遅延に敏感なデータ転送に求められる当該無線資源に関する情報に加えて、必要な資源を
さらに正確に指定する以下の追加パラメータも無線要求情報に含めてもよい：
【００７４】
必要なパケットデータチャネル数
【００７５】
通信が片方向か双方向のいずれであるかに関する情報
この情報によりネットワークは、移動局がダウンリンク資源も必要としているかどうかの
判定を行うことが可能となる。アップリンク無線資源と同時にダウンリンク資源を確保す
ることにより、移動局がダウンリンクデータを受け取ったにもかかわらず、ネットワーク
がダウンリンク無線資源をその時点で確保できないというような状況を回避することが可
能となる。
【００７６】
所望のタイマ値Ｔｘ、Ｔｙに関する情報
【００７７】
パケットチャネル要求メッセージの長さは１１乃至８ビットにすぎないので、メッセージ
の中へ上記パラメータを含めることが困難な場合もある。したがって、遅延に敏感なデー
タ転送を行うために無線資源を要求するとき、その要求された無線資源についてのより正
確な記述が必要な場合、２フェーズアクセスの利用が望ましい場合もある。
【００７８】
上記実施例はアップリンクＴＢＦ伝送に関係するものではであるが、ダウンリンクデータ
転送時に対応するタイマ機能を利用することも可能である。ダウンリンク資源割り当て時
に、ダウンリンク無線資源が割り当てられていない移動局へのデータ伝送をネットワーク
が必要とするとき、あるいは、移動局がアップリンクＴＢＦの確立処理手順中ダウンリン
クＴＢＦの確立を要求するとき、処理手順が開始される。ネットワークはパケットデータ
に付加された情報に基づいて十分な無線資源を割り当てる。この情報は、ネットワークが
、要求されるサービスレベルを提供するための十分な無線資源を割り当てることが可能と
なるように遅延に敏感なデータ転送を行うための無線資源が要求されているという表示を
含む。例えば、サービス品質（ＱｏＳ）プロファイルに含まれる情報要素の中にデータの
遅延感度を示すようにしてもよい。ＱｏＳプロファイル内の新しいフィールドの中に、あ
るいは、ネットワークから、例えばＳＧＳＮからＢＳＳへ送られたデータに付加された新
しい情報要素の中にデータ転送の遅延感度を示すようにしてもよい。
【００７９】
さらに、必要な無線資源についてより正確な記述を行うためにＳＧＳＮから受信した情報
の中へ以下のパラメータを含めるようにしてもよい。
【００８０】
タイマ・パラメータとタイマ値に関する情報
【００８１】
必要なパケットデータチャネル数
【００８２】
通信が片方向か双方向のいずれであるかに関する情報
この情報によりネットワークは、移動局がアップリンク無線資源も要求しているかどうか
の判定を行うことが可能となる。アップリンク無線資源と同時にダウンリンク資源を確保
することにより、移動局がアップリンクデータを送る必要があるにもかかわらず、ネット
ワークがアップリンク無線資源をその時点で確保できないというような状況を回避するこ
とが可能となる。
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【００８３】
図５は連続するＴＤＭＡフレームを示し、これらのフレームの中でタイムスロット５がパ
ケットデータチャネル用として使用される。ＴＤＭＡフレーム５００と５０２で、遅延に
敏感なデータ転送のアクティブ接続用としてパケットデータチャネルが割り当てられる。
活動期間が変化して無活動（無音）期間になると、ネットワークはフレーム５０４で第２
の接続に伝送許可を割り当てる。無活動期間中（フレーム５０４－５１２）ネットワーク
は、チャネル要求（フレーム５０８）を求める第１の接続の移動局に対して送信許可を定
期的に割り当てる。活動期間が再開する（フレーム５１４、５１６）と、アップリンクデ
ータ転送許可が第１の接続へ返送される。第２の接続が遅延に敏感なデータも転送してい
る場合、無活動期間の最初または最後に別のパケットデータチャネルに対して接続のうち
の１つの接続の再割り当てを行うようにしてもよい。
【００８４】
同じパケットデータチャネルを複数の無活動接続用として割り当てる場合、それらのうち
の１つが送信を開始すると、遅延に敏感な他の全てのユーザの再割当てを別のパケットデ
ータチャネルに対して行うことができる。或いは、ユーザは同じパケットデータチャネル
でアップリンク伝送許可を待機してもよい。実際には、上記再割当ては、パケットアップ
リンク割当てのような単一の信号メッセージの送信によって行うことも可能であり、この
信号メッセージの中には再割り当ての対象となる各移動局に対する新しいパケットデータ
チャネルの割当てが含まれる。別の代替的方法として、パケット再割当てのような単一信
号メッセージを送信する方法があり、これには、再割り当てを行う対象の全ての／いくつ
かの移動局に対する新しいパケットデータチャネル割当てが含まれる。唯一の信号メッセ
ージを使用することにより、他の目的のための未使用の無線容量がさらに多く残されるこ
とになる。
【００８５】
ネットワークが移動局向けの遅延に敏感なデータを受信したとき、ネットワークは必要な
だけのダウンリンク・パケットデータチャネル容量を移動局に対して確保する。当然これ
は、必要とされる利用可能な資源をネットワークが有していることを要件とする。さらに
これは、パケットデータチャネルがダウンリンク方向に単一の移動局により一時的に占有
されることを意味する場合もある。ダウンリンク遅延に敏感なデータ転送時の無活動期間
の間、ネットワークは別の移動局に対してダウンリンク伝送許可を割り当てることができ
るため、ネットワークは別の移動局へのデータ伝送が可能となる。ネットワークが、２つ
以上の移動局向けの遅延に敏感なデータを１つまたは複数の同じパケットチャネルで同時
に受信し、そのため１つを除くすべてのデータをブロックしなければならなくなる状況を
防ぐために、ネットワークは遅延に敏感なデータの転送を用いてその他の移動局を別のパ
ケットデータチャネルへ割当てることができる。この割当ては以下のメカニズムを利用し
て行うことができる。
【００８６】
初期ダウンリンク割当て：移動局向けの遅延に敏感なデータを受信したとき、ネットワー
クは、同じパケットデータチャネルに存在するその他の遅延に敏感なデータユーザの再割
り当てを行う。遅延に鈍感なデータユーザの再割当てを別のパケットデータチャネルに対
して行ってもよい。あるいは、ユーザは同じパケットデータチャネルで伝送許可の待機を
行うことになる。ネットワークはパケットダウンリンク割当てのような信号メッセージを
伝送し、この信号メッセージには、再割り当ての対象となる全ての／いくつかの移動局へ
の新しいパケットデータチャネル割当てが含まれる。
【００８７】
末期ダウンリンク割当て：移動局向けの遅延に敏感なデータを受信したとき、ネットワー
クは、同じパケットデータチャネルに存在する別の移動局の再割り当てをすぐには行わな
い。ネットワークが移動局用として遅延に敏感なデータを受信し、ネットワークが同じパ
ケットデータチャネルで或る別の移動局へ遅延に敏感なデータをすでに転送しているとき
にのみ、ネットワークは新しいパケットデータチャネルを移動局へ割り当てる。パケット
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ダウンリンク割当て信号メッセージなどを移動局に送信することによりこの新しいパケッ
トデータチャネルは移動局へ割り当てられる。
【００８８】
ネットワークは、遅延に敏感なデータがダウンリンク伝送許可を求めてあまりに長い間順
番待ちを行う必要がないように制御を行うことが望ましい。また、ネットワークは、別の
移動局の他の一時ブロックフローと関連する信号メッセージがパケットデータチャネルを
過度に占有しないように制御を行うことも望ましい。他の一時ブロックフローの信号メッ
セージと比べて同じ優先度またはそれより高い優先度を遅延に敏感なデータ転送に与える
ことにより上記制御を行うようにしてもよい。
【００８９】
ネットワークが伝送すべき遅延に敏感なデータを一時的に持っていない場合には、一時ブ
ロックフローを保存し、最後にバッファされたＲＬＣデータブロックの伝送後、ＦＢＩフ
ィールドを値“１”にセットしない。移動局がタイマを用いてダウンリンクＴＢＦの終了
を制御するか、あるいは、いつＴＢＦを解放すべきかを決定できるタイマ機能を備えた論
理エンティティをネットワークに設けるようにしてもよい。
【００９０】
図６は本発明に基づく移動局１００のブロック図を示す。移動局は基地局からの無線周波
数信号受信用アンテナ１０１を備える。受信ＲＦ信号はスイッチ１０２を用いてＲＦ受信
機１１１へ導かれ、そこでこのＲＦ信号は増幅され、デジタルに変換される。その後、こ
の信号は検出され、ブロック１１２で復調される。復調器の種別はシステムの無線インタ
ーフェースに依存して決められる。それはＱＡＭ復調器またはＲＡＫＥ合成器を備えるも
のであってもよい。ブロック１１３で暗号解読及びインタリーブ解除が行われる。その後
、信号は信号種別（音声／データ）に基づいて処理される。受信パケットデータはスピー
カにより音に変換することができる。またはビデオ・モニタのような別個の装置とのリン
クも可能である。メモリ１０４の中へ記憶されたプログラムに基づいて制御ユニット１０
３は受信ブロックの制御を行う。特に、本発明に基づくタイマ・パラメータの受信を行う
ようなやり方で制御ユニットは受信ブロックを制御する。
【００９１】
信号伝送時に、制御ユニットは信号種別に基づいて信号処理ブロック１３３の制御を行う
。さらにブロック１２１は信号の暗号化とインタリーブを行う。ＴＤＭＡ送信機では、バ
ーストが符号化されたデータからブロック１２２で形成される。さらにこれらのバースト
はブロック１２３で変調され、増幅される。ＲＦ信号は、送信のためにスイッチ１０２を
介してアンテナ１０１へ導かれる。処理ブロックと伝送ブロックとは制御ユニットにより
制御される。特に、制御ユニットはタイマ機能を備え、本発明に基づくＴＢＦの維持／解
放が図られるようなやり方でブロックの伝送制御を行う。また、割り当てたパケットデー
タチャネルの利用を図るような方法でチャンネル選択を制御ユニットにより制御する。
【００９２】
一般に、通信装置での情報処理は、マイクロプロセッサの形式の処理能力とメモリ回路の
形式のメモリ容量を持つ構成装置で行われる。このような構成装置は移動局及び固定ネッ
トワーク構成要素の技術により公知である。公知の通信装置を本発明に基づく通信装置に
変換するためには、上述の動作の実行をマイクロプロセッサに指示する１セットの機械可
読命令を記憶手段の中へ記憶させる必要がある。本特許出願の教示と組み合わせて、この
ような命令の構成及びメモリ内への記憶を行う場合、当業者の能力の範囲内にある公知技
術が利用される。ネットワーク側では、本発明に基づく特徴は、移動局用としてアップリ
ンク送信許可及びダウンリンク送信許可などを割り当てるパケット制御ユニットＰＣＵな
どにおいて実現可能である。例えば基地送受信局ＢＴＳ、基地局コントローラＢＳＣまた
はサービスＧＰＲＳ支援ノードＳＧＳＮ内にパケット制御ユニットを配置することができ
る。
【００９３】
以上、本発明に基づく解決策の実施例を示す好適例について説明した。本発明に基づく原
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理は、当然のことであるが、請求項に規定する範囲の枠組み内で、実施構成の詳細及び利
用範囲を変更することなどにより改変可能である。したがって、本発明はＧＰＲＳに限定
されるものではなく、本発明の思想はパケットデータ転送が利用される別の通信システム
にも同様に適用可能である。
【００９４】
タイマ値に関する情報は上述のチャネル及びメッセージで転送が可能である。あるいは上
記情報は、ＧＳＭシステムのＳＡＣＣＨ（低速付随制御チャネル）のような或る別の制御
チャネルのシグナリングメッセージの形で転送を行うことも可能である。また対応する情
報を転送するための他の多くのシグナリングが行われる可能性もある。特に、活動期間の
存在の有無にかかわりなく、ＳＡＣＣＨまたは類似の制御チャネルによりこのような情報
の伝送を行うことが可能である。また、メッセージフィールドのタイマ・パラメータの転
送も例示として示されたものであり、他の多くの情報転送方法を適用することも可能であ
る。
【００９５】
本発明は決して音声データの転送に限定されるものではなく、無活動期間と活動期間とを
有する任意のデータフローの転送が行われるパケット無線サービスにおいて適用可能であ
る。１例として、セッション中セッションのセットアップと制御とを目的として多くの短
いパケットが送信されるＴＣＰベースのアプリケーション、たとえばＩＭＡＰまたはＳＭ
ＴＰベースのｅ－メールダウンロードなどが挙げられる。
【００９６】
引用文献
［１］　デジタルセルラ通信システム（フェーズ２＋）；一般パケット無線サービス（Ｇ
ＰＲＳ）；移動局（ＭＳ）－基地局システム（ＢＳＳ）インターフェース；無線リンク制
御／媒体アクセス制御（ＲＬＣ／ＭＡＣ）プロトコル（ＧＳＭ０４.６０バージョン６.１
.０）；欧州通信規格協会
［２］　フィンランド特許第９８２５７７号。この特許は米国特許出願番号第０９／４４
７９８８号及びヨーロッパ特許出願番号９９３０８８６４.０号に対応する。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】　図１ａは従来技術によるセルラ通信システムを示す図である。
【図１ｂ】　図１ｂは一般パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）のアーキテクチャを示す図
である。
【図２】　図２は従来技術によるセルラ通信システムのプロトコルレベルを示す図である
。
【図３】　図３は専用チャネルでタイマ値を示すアップリンクＲＬＣブロック伝送を行う
ためのフローチャートを示す図である。
【図４】　図４は共通チャネルでタイマ値を示すアップリンクＲＬＣブロック伝送を行う
ためのフローチャートを示す図である。
【図５】　図５は遅延に敏感なデータフローの活動期間及び無活動期間のＴＤＭＡフレー
ムを示す図である。
【図６】　図６は本発明に基づく移動局のブロック図を示す図である。
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